
■放射線安全管理功労者（個人）
受賞年度 氏名 所属事業所等

間 潤一 社会福祉法人 新潟市社会事業協会 信楽園病院
青木 勝己 北里大学医学部
緒方 良至 国立大学法人 名古屋大学
須田 博文 国立大学法人 香川大学
関 興一 国立大学法人 北海道大学
辰己 奇男 学校法人 近畿大学
久嶋 道広 東京医科大学
日野 恵 地方独立行政法人 神戸市民病院機構　神戸市立医療センター中央市民病院
古田 悦子 国立大学法人 お茶の水女子大学
前越 久 元名古屋大学
谷田 勝教 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構　国立遺伝学研究所
山下 順助 国立大学法人 秋田大学
飯塚　光由 株式会社　東芝
市村　勝博 国立大学法人　岐阜大学
井出　利憲 愛媛県立医療技術大学
大熊　浩志 日本メジフィジックス株式会社
小木曽　弘 碧南市民病院
小佐古　敏莊 国立大学法人　東京大学大学院
佐山　洋 国立大学法人　弘前大学
志野木　正樹 神戸薬科大学
杉原　真司 国立大学法人　九州大学
武田　直和 国立感染症研究所
松本　政典 国立大学法人　熊本大学
吉田　均 国立大学法人　岐阜大学
大内 浩子 国立大学法人 東北大学
清野 邦弘 元国立大学法人 信州大学医学部附属病院
古賀 妙子 学校法人 近畿大学
野川 憲夫 国立大学法人 東京大学
野村 貴美 国立大学法人 東京大学
濵田 博実 三菱重工業株式会社
増田 晴造 国立大学法人 愛媛大学
相川 芳弘 神奈川県立がんセンター
安藤 秀樹 独立行政法人 日本原子力研究開発機構
大崎 進 国立大学法人 九州大学 名誉教授
武田 浩光 札幌医科大学附属病院
豊田 亘博 株式会社 千代田テクノル（元　日本メジフィジックス株式会社）
西澤 邦秀 国立大学法人 名古屋大学
羽渕 脩躬 国立大学法人 愛知教育大学
濵田 信義 国立大学法人 名古屋大学
松井 智明 財団法人 放射線計測協会（元 独立行政法人 日本原子力研究開発機構）
水野 敞 国立大学法人 新潟大学
森 厚文 国立大学法人 金沢大学
青木 孝義 国立大学法人 筑波大学
奥村 寛 国立大学法人 長崎大学

金子 孝夫
財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団
東京都老人総合研究所

唐澤 秀明 東芝電力放射線テクノサービス株式会社
壽藤 紀道 株式会社 千代田テクノル大洗研究所
武田 伸莊 独立行政法人 日本原子力研究開発機構(元、核燃料サイクル開発機構)
中村 豊 神奈川県立がんセンター
宮田 孝元 国立大学法人 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
宮武 秀男 国立大学法人 京都大学 放射性同位元素総合センター
森 俊雄 奈良県立医科大学
山田 昭司 国立大学法人 新潟大学 脳研究所
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飯田 孝夫 名古屋大学大学院工学研究科
石井 忠 山梨大学医学部 ＲＩ実験施設
梅﨑 典良 第一薬科大学 薬学部
栢森 亮 新潟大学 医歯学系保健学系列
川江 豊 福井大学総合実験研究支援センター
川村 熙子 元 九州大学 アイソトープ総合センター
小林 正明 株式会社第一ラジオアイソトープ研究所
佐藤 隆 日本製紙ユニテック株式会社
二之宮 和重 核燃料サイクル開発機構敦賀本部新型転換炉ふげん発電所
前川 秀彰 国立感染症研究所 放射能管理室
間邊 巌 日本原子力研究所 関西研究所
山本 幸佳 財団法人 電子科学研究所
秋葉 健一 東北大学名誉教授
大熊 輝夫 ニュークリア・デベロップメント株式会社
川地 俊明 大垣市民病院
庄司 安明 秋田県立脳血管研究センター
杉村 幸治 日本メジフィジックス株式会社
中村 力 日本原子力研究所
藤井 張生 東京医科歯科大学先端研究支援センター
蓑手 吾一 信州大学ヒト環境科学研究支援センター
阿波村　宣夫 バブコック日立(株)
磯崎　健二 横河電機(株)
伊藤　學 (株)関西総合環境センター
上野　一憲 熊本県保健環境科学研究所
太田　茂行 東亜合成(株)徳島工場
奥山　俊彦 山形県立中央病院
奥山　康男 川崎市立川崎病院
蔭山　勝弘 大阪市立大学
金城　勝 国立循環器病センター
神田　宏 横浜市衛生局
岸川　俊明 熊本大学
杉山　高 藤枝市立総合病院
鈴木　喜久夫 北越製紙(株)新潟工場
田町　敏夫 (財)原子力安全技術センター
近澤　紘史 高知県衛生研究所
戸塚　敦子 国立感染症研究所村山分室
坂野　和徳 国立東静病院
松野　篤 山梨県総合農業試験場
森下　敏和 (株)日立製作所
大崎　靖彦 福岡県保健環境研究所
大滝　廣雄 新潟大学医学部附属病院
小島　周二 東京理科大学生命科学研究所
鈴木　勇 前(株)日立製作所
高橋　豊 日本原子力研究所
高橋　和行 雪印乳業(株)生物化学研究所
田中　芳正 日本メジフィジックス(株)兵庫工場
根本　保 千葉県立佐原病院
野津　克忠 藤沢薬品工業(株)
馬場　強三 長崎県衛生公害研究所
市川　秀男 大垣市民病院
伊東　一 山形県立成人病センター(山形県立中央病院兼務)
栗本　正夫 山梨県立中央病院
昆　武雄 三沢市立三沢病院
近藤　勝巳 大昭和製紙(株)本社工場
塩谷　義夫 済正会新潟第二病院
島田　正宏 岐阜大学医学部附属病院
茅根　孝次 日本原子力発電(株)
得田　邦洋 日本鋳鍛鋼(株)
土肥　樹夫 福井県立病院
藤生　英夫 神奈川県立がんセンター
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坊　健 姫路水道局保城浄水管理センター
諸澄　邦彦 埼玉県立循環器･呼吸器病センター
安渕　四郎 長瀬ランダウア(株)
山本　政彦 東北大学
渡邉　和彦 兵庫県立中央農業技術センター生物工学研究所
渡邊　雄三 学校法人順天堂
飴谷　信子 (財)ひょうご環境創造協会
安藤　勉 科学技術庁金属材料技術研究所
右近　規夫 (株)第一ラジオアイソトープ研究所
梅津　幹夫 神奈川県立こども医療センター
北方　勇輔 国保直営総合病院君津中央病院
小林　規矩夫 山梨県衛生公害研究所
佐藤　晃一 徳島大学放射性同位元素総合研究室
佐藤　守忠 山形県立日本海病院
高田　保明 国立東静病院
辻澤　廣 和歌山県衛生公害研究センター
永田　勇一 小川赤十字病院
野口　武則 (株)千代田テクノル
野澤　武夫 横浜市立大学医学部附属病院
野田　弘子 大塚製薬(株)徳島研究所
前川　寛 アロカ(株)
松本　浩 愛知県衛生研究所
吉田　祥二 高知医科大学
栗田　則男 鐘紡(株)薬品開発第一研究所
石山　忍 京都市立病院
井深　啓次郎 大阪府立成人病センターアイソトープセンター
上田　修 国立名古屋病院
川村　一二三 東北電力(株)
菅野　淳 岩手県公害センター
小松田　道雄 山口県立中央病院
鈴木　哲朗 京都薬科大学RIセンター
竹田　勇夫 国立療養所中部病院
堤　直葉 越谷市立病院
中野　俊秀 新日本製鐵(株)大分製鐵所
成瀬　長幸 王子製紙(株)中津工場
原　善彦 群馬県衛生環境研究所
船本　久雄 日本原子力発電(株)
前田　辰夫 元　国立病院九州がんセンター
三井　榮二 山梨県立中央病院
竹越　善次 科学技術庁放射線医学総合研究所
相澤　康夫 秋田県立脳血管研究センター
荒川　時司 川崎市立川崎病院
石川　永 東電環境エンジニアリング(株)
井原　智 杏林大学医学部共同研究施設
加藤　和明 茨城県立医療大学
加納　永一 福井医科大学
川上　猛雄 武田薬品工業(株)
菊池　良郎 (財)竹田総合病院
北沢　俊一 (株)中部プラントサービス浜岡事業所
五島　廉輔 静岡県立大学
佐々木　邦明 山形県立日本海病院
志田　匡旦 神奈川県厚木保健所
高畑　佳史 日本製紙(株)旭川工場
中島　武久 原電事業(株)
中村　修 山梨医科大学医学部附属病院
藤田　勳 大同特殊鋼(株)築地工場
武関　滿喜子 (学)自治医科大学
森本　治男 西宮市立中央病院
横山　俊 埼玉県立小原循環器病センター
綿貫　孝司 日本原子力研究所高崎研究所
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池井　勝美 埼玉県立小児医療センター
石川　大二 山梨県立中央病院
石橋　一大 国保松戸市立病院
石山　稔雄 大阪府立大学附属研究所
伊藤　進 埼玉県立がんセンター
稲村　浩 (株)光陽社白河事業所
梅田　弘志 兵庫県立公害研究所
江花　稔 動燃事業団東海事業所
大塚　治子 愛知県公害調査センター
大沼　勲 国立仙台病院
小田　惠一 北越製紙(株)勝田工場
亀山　研二 士幌町農業協同組合
刈谷　征洋 ポニー工業(株)
倉田　明 (株)第一ラジオアイソトープ研究所千葉工場
栗原　慎一郎 (学)東京女子医科大学総合研究所
曽我　健吾 放射線医学総合研究所
辻　啓介 国立健康･栄養研究所
中村　清宣 日本原子力研究所那珂研究所
西田　貞夫 (株)クレハ分析センター
長谷川　圭佑 日本原子力研究所むつ事業所
長谷川　基 電気化学工業(株)青海工場
林　眞 国立循環器病センター
藤田　通男 中部電力(株)
宮本　唯男 静岡県立こども病院
森川　和彦 日本鋼管(株)福山製鉄所
山下　仁平 大阪大学ラジオアイソトープ総合センター
石井　忠雄 農林水産省畜産試験場
石原　正之 伊勢崎市民病院
緒方　勝弘 九州電力玄海原子力発電所
片桐　浩 日本原子力研究所東海研究所
加藤　修司 動燃東海事業所
草井　寛 岡山大RI研究センター
朽木　満弘 科学技術庁放医研
雲井　章夫 兵庫県立塚口病院
小暮　澄夫 日立エンジニアリング
後藤　明 岐阜県立岐阜病院
佐伯　隆清 農林水産省家畜衛生試験場
白鳥　岩男 静岡県立総合病院
洲鎌　久人 沖縄県公害衛生研究所
鳴井　實 東北大金属材料研究所
南部　明 関西電力(株)美浜発電所
西堀　俊雄 日本ニュクリア・フュエル
橋本　修一 日本医科歯科大共同利用研究所
羽田　良洋 国立呉病院
葉杖　正昭 日本メジフィジックス(株)
藤岡　修二 トーレ・フジバイオニクス
細田　家司 横浜市水質試験所
松山　秀 石川島検査計測
真室　哲雄 日本アイソトープ協会
宮崎　吉春 公立能登総合病院
本橋　孝之 日本原子力発電
盛光　亘 神奈川県工業技術研修センター
矢木　健司 京都市南保健所
山田　純男 通産省物質工学工業技術研究所
柚木　英二 岡山県環境保健センター
池澤　芳夫 日本原子力研究所東海研究所
猪鼻　寛 埼玉県熊谷消費生活センター
伊良部　忠男 沖縄県農林水産部ミバエ対策事業所
上田　辰己 東芝エネルギー事業本部
薄葉　勲 理化学研究所ライフサイエンス筑波研究センター
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大賀　寛 木曽工業
太田　達雄 兵庫県環境科学技術センター
小川　務 愛知県公害調査センター
鹿沼　勝亥 前橋赤十字病院
神谷　九二男 日立製作所エネルギー研究所
川村　昭 ニチゾウテック
源通　了一 十条製紙伏木工場
近藤　茂 原子力サービスエンジニアリング(株)
設樂　光男 東日本旅客鉄道JR仙台病院
鈴木　清史 三菱重工業三原製作所
高橋　勇夫 群馬県衛生環境研究所
千葉　惠 仙台市衛生研究所
中村　愛子 元　東京大学アイソトープ総合センター
那波　紀興 川崎重工業播磨工場
西原　博明 愛媛県公害技術センター
野津　祐三 農林水産省農業生物資源研究所
花岡　譲 横河アナリティカルシステムズ
早川　博信 福井県衛生研究所
半川　義行 広島県立農業技術センター
日吉　規智 大昭和製紙(株)吉永工場
平野　茂樹 科学技術庁放射線医学総合研究所那珂湊支所
細川　益洋 神戸製鋼所加古川製鉄所
牧田　昭夫 動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所
松浦　始 栄研化学那須工場
丸　諭 千葉県農業試験場
毛利　快晴 千葉県がんセンター
森　幸雄 岐阜薬科大学放射性同位元素研究施設
森　竜二 日本核燃料開発
山下　忠明 農林水産省熱帯農業研究センター
亘　恒男 日本原子力発電敦賀発電所
油井　多丸 日本原子力研究所RI原子炉研修所
伊藤　義則 (株)本州コーポレーション釧路工場
及川　昭弘 岩手医科大学
岡本　利夫 日本原子力研究所那珂研究所
加藤　丈夫 仙台市衛生研究所
金子　堅一 (株)京浜コーポレーション
川内　郁緒 農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所
黒崎　浩己 (株)第一ラジオアイソトープ研究所
小山　朝良 住友金属工業(株)鹿島製鉄所
小山　雄生 農業環境技術研究所
境野　宏治 群馬がんセンター東毛病院
鮫嶋　宗俊 鹿児島市立病院
澤井　信太郎 桐生厚生総合病院
清水　雅美 富士電機(株)
鈴木　征四郎 日本原子力発電(株)東海発電所
高橋　邦夫 山形市立病院済生館
高橋　弘 いわき市立総合磐城共立病院
田中　隆太郎 (株)テクノ中部
中島　英男 佐賀県公害センター
中村　建次 愛知県公害調査センター
野口　英世 藤沢薬品工業(株)
原田　重徳 塩野義製薬(株)
福島　覺 動燃ウラン濃縮工場
松平　正道 金沢大学病院
松本　進 千代田保安用品(株)
山田　隆 放射線医学総合研究所技術部
吉村　正己 静岡県立総合病院
手戸　透 国立仙台病院
松村　隆 大阪府技術顧問
木村　美和子 電子技術総合研究所
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野口　敏子 熊本県衛生公害研究所
大内　新一 動力炉・核燃料開発事業団東海事業所
大西　武 三菱原子力燃料(株)東海製作所
濱　節雄 富山県立中央病院
辻本　忠 京都大学原子炉実験所
三宅　敏雄 (株)東芝エネルギー
西勝　英雄 (株)東レリサーチセンター
南　賢太郎 日本原子力研究所東海研究所
加藤　訓 国立療養所三重病院
奈良　満 王子製紙(株)江別工場
土井　茂人 日新製鋼(株)呉製鉄所
守安　征三郎 関西電力(株)大飯発電所
山中　伸一 京都市衛生公害研究所
田村　清彦 秋田大学医学部附属病院
木村　千明 愛知がんセンター病院
北野　匡四郎 日本原子力研究所大洗研究所
坂下　邦雄 放射線医学総合研究所
伊藤　昭二 繊維高分子材料研究所
松村　勝秀 日本原燃産業(株)
蜂谷　武憲 秋田県立脳血管研究センター
鈴木　力雄 日本工業検査(株)
吉岡　満夫 福井県衛生研究所
立野　育郎 国立金沢病院
上西　時司 元　工業技術院名古屋工業技術試験所
水澤　良隆 小田原市立病院
三本　重治 横浜市立市民病院
橋本　宏 埼玉県立小児医療センター
福居　活二郎 原子力サービスエンジニアリング(株)
本山　茂二 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センター
岡田　昌二 静岡県立大学
篠原　照彦 国立水戸病院
吉川　元之 科学技術庁放射線医学総合研究所
荻野　敬一郎 国立岡山病院
山本　峰澄 日本原子力研究所東海研究所
穴沢　豊 日本原子力研究所高崎研究所
田村　幸子 大阪府立公衆衛生研究所
大野　勝 関電化工(株)
宮崎　龜 大日本製薬(株)
長谷川　武 川崎市立川崎病院
小野　泰道 日本新薬(株)研究開発本部
寺井　邦雄 島根県衛生公害研究所
内田　奉典 田辺製薬(株)応用生化学研究所
飯田　永久 川崎製鉄(株)水島製鉄所
中澤　清明 埼玉県衛生研究所
谷川　義昭 中越パルプ工業(株)

■放射線安全管理功労者（事業所）
受賞年度

18
17

15

19

東北大学 金属材料研究所附属材料試験炉利用施設
社団法人 日本アイソトープ協会 茅記念滝沢研究所

国立大学法人 金沢大学 学際科学実験センター アイソトープ理工系研究施設
国立大学法人 東北大学 大学院工学研究科 放射線安全管理室
JA 北海道厚生連 札幌厚生病院
大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

日本メジフィジックス(株)兵庫工場
山之内製薬(株)小豆沢事業場

JA北海道厚生連帯広厚生病院
東北大学金属材料研究所
奈良県立奈良病院

事業所名

2

12

元

6



8

■核燃料物質・試験研究炉等安全管理功労者（個人）
受賞年度 氏名 所属事業所等

20
大橋　信芳 独立行政法人　日本原子力研究開発機構

東海研究開発センター　原子力科学研究所
19 丹沢 富雄 学校法人 五島育英会 武蔵工業大学（元 株式会社 東芝）

明石 一朝 独立行政法人 日本原子力研究開発機構
柴田 功 独立行政法人 日本原子力研究開発機構

17 小林 晋昇 財団法人 放射線利用振興協会(元、日本原子力研究所)
一色 正彦 財団法人 放射線利用振興協会
松井 恒雄 名古屋大学大学院 工学研究科

15 中井 優 東芝電力放射線テクノサービス株式会社

18

(株)ニチゾウテック舞鶴事業部

住友金属工業株式会社和歌山製鉄所

4

科学技術庁金属材料技術研究所筑波支所
川崎医科大学付属病院
住友金属工業小倉製鉄所

石川島検査計測(株)横浜第一事業所

岡野バルブ製造(株)行橋工場

3
新日本製鐵(株)八幡製鐵所
ポニー原子工業(株)本社営業部

(株)第一ラジオアイソトープ研究所千葉工場

日本原子力研究所高崎研究所
住友金属工業(株)鹿島製鉄所

非破壊検査(株)本社
兵庫県立成人病センター

明治製菓薬品総合研究所

農業生物資源研究所放射線育種場

名古屋市立大学

厚生連総合病院旭川厚生病院

新日本製鐵株式會社広畑製鐵所

学校法人北里学園北里大学病院

一部事務組合下北医療センターむつ総合病院
新日本製鐵(株)光製鐵所
東京理科大学薬学部
宮城県原子力センター

日本鋼管(株)京浜製鉄所
新日本製鐵(株)君津製鐵所
住友化学工業(株)宝塚総合研究所

岩手県立北上病院
新日本製鐵(株)名古屋製鐵所
新日本非破壊検査(株)
仙台市衛生研究所

東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
日本鋼管(株)福山製鉄所

岩手県立胆沢病院

東京都立アイソトープ総合研究所
大阪府立放射線中央研究所

テルモ(株)甲府工場
日本メジフィジックス(株)千葉工場

7

新日本製鐵(株)大分製鐵所

水島アロマ本社工場

(株)資生堂第1リサーチセンター

9
(株)コーガアイソトープ

千代田保安用品(株)大洗研究所

6

東京慈恵会医科大学附属青戸病院

国立岩国病院

富士電機(株)東京工場

札幌医科大学医学部附属病院

東京逓信病院
(株)ニッショー大館工場

10

11

2

16

5

元

7



■環境放射能対策功労者（個人）
受賞年度 氏名 所属事業所等

杉山 英男 国立保健医療科学院
石川 陽一 宮城県原子力センター
江角　周一 島根県保健環境科学研究所
瀧田　昭久 日本原燃株式会社
藤波 直人 京都府 保健環境研究所
道廣 憲秀 岡山県 環境保健センター
息 明雄 静岡県 環境放射線監視センター
高山 裕美 福井県 原子力環境監視センター
小林 秀雄 独立行政法人 日本原子力研究開発機構（元、日本原子力研究所）
小森 正樹 石川県保健環境センター
殿内 重政 新潟県柏崎刈羽放射線監視センター

平井 保夫
茨城県原子力安全対策課
（現在、社団法人茨城県原子力協議会（派遣））

三谷 美嶺雄 愛媛県立衛生環境研究所
吉岡 滿夫 福井県原子力環境監視センター

■原子力防災対策功労者（個人）
受賞年度 氏名 所属事業所等

21 錬石 和男 財団法人放射線影響研究所
20 長谷川　和俊 学校法人加計学園　千葉科学大学　大学院
19 佐藤 忠逸 青森県 企画政策部 原子力施設安全検証室
18 山本 俊行 青森県 環境生活部 原子力安全対策課
17  明石 眞言 独立行政法人 放射線医学総合研究所
16 衣笠 達也 財団法人 原子力安全研究協会 放射線災害医療研究所

■原子力防災対策功労者（事業所）
受賞年度

19

■核物質管理功労者（個人）
受賞年度 氏名 所属事業所等

小山 謹二 財団法人日本国際問題研究所　軍縮・不拡散促進センター
金重 凱之 株式会社国際危機管理機構

20 村上　憲治 国際原子力機関
18 黒川 良右 財団法人 核物質管理センター

清水 堅一 財団法人 核物質管理センター(元、日本原子力研究所)
八木 隆雄 財団法人 核物質管理センター

16 猪川 浩次 財団法人 核物質管理センター 東海保障措置センター
15 岡下 宏 日本原子力研究所

栗原　弘善 (財)核物質管理センター
中込　良廣 京都大学原子炉実験所
中野　啓昌 (社)科学技術国際交流センター
山田　泰正 元　原子燃料工業(株)
神田　啓治 京都大学原子炉実験所
長部　猛 (財)核物質管理センター（日本ニュクリア・フュエル（株））
丹下　理 (株)クリハラント
黒井　英雄 日本原燃(株)
岩本　晴充 (財)核物質管理センター
高橋　正雄 (財)核物質管理センター
樋口　勝司 (株)ペスコ
元田　譲 前　(財)核物質管理センター

■核物質管理功労者（事業所）
受賞年度

20
事業所名

20

独立行政法人　日本原子力研究開発機構　東海研究開発センター

17

東海村消防本部
事業所名

17

10

11

8

9

12

19

21

21

16

15

18

8
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